日付

2位 (+6pt)
■アキバ・ロボット運動
■しゃべるクチ試作
会2日目
11月4日 伝助日記で、 しゃべる “PLASSON”自作二足
クチ試作の動画。
歩行ロボットで、 アキ
バ・ロボット運動会2日

11月5日

11月6日

11月7日

11月8日

11月9日

11月10日

11月11日

11月12日

0N0-ONE (+10pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)
5位 (+1pt)
■アキバロボット運動 ■ROBO-ONE GP in
■ツクモロボットバトル
会
流山 結果報告
マッドサイエンティストの
散財心理学実習講義 ファミロボ製作記で、
アタモ無限大で、 ツクモ
200Xで、 アキバロボット ROBO-ONE GP in 流山
ロボットバトルの話。
運動会の話。
結果報告。
■日記秋葉原ロボット
■アキバ･ロボット運動 ■ぺんと優勝っ！
■第１回 ツクモ CUP ロ
運動会 ３日目 ロボット
会2006 ロボットバトル ROBO-ONE GP 2006
ボット・バトル大会に参
サッカー大会
■必殺の右
大会観戦記
IN いしかわ
加しました
thinkmover - livedoor
ロボツク！/ウェブリブ
散財心理学実習講義 ロボット製作日誌で、
ファミロボ製作記で、 第
Blog（ブログ）で、 日記
ログで、 必殺の右の動
200Xで、 アキバ･ロボッ ぺんと優勝っ！ ROBO１回 ツクモ CUP ロボッ
秋葉原ロボット運動会
画。
ト運動会2006 ロボット ONE GP 2006 IN いしか
ト・バトル大会に参加し
３日目 ロボットサッカー
バトル大会観戦記。
わの話。
ましたの話。
大会の話。
■アキバ運動会ロボ
■アキバ運動会の
■アキバロボット運動
サッカー大会は準優勝
ニュース映像その２
■「前進」のモーション
■無線操縦テスト
会最終日
でした・・・
ProjecutAutoWalker
原毅の鍵盤日記＠ココ
ロボツク！で、 無線操 思い立ったが吉日で、
ＲＯＢＯＴ人類学で、 ア
ROBO-ONEで、 アキバ
ログで、 「前進」のモー
縦テストの動画。
アキバロボット運動会
キバ運動会ロボサッ
運動会のニュース映像
ション。
最終日の話。
カー大会は準優勝でし
その２。
た・・・の話。
■ＫＨＲクラス優勝者と
オープンクラス優勝者
が参加していたので、
■改良した起き上がり
■第1回KONDO CUP
いろいろ聞いてみまし
ロボツク！で、 改良し ■クロスアーム
■GP in 石川 レポート 結果レポート
た
た起き上がりの動画。 ASURADAのホーム
Aerobattler coRoboで、 Kondo-Robot.comで、
思い立ったが吉日で、
ONO-ＯＮＥ ＧＰ ２００６ ページで、 クロスアー
GP in 石川 レポート。 第1回KONDO CUP結果
ＫＨＲクラス優勝者と
のことも書いていただき ムの話。
レポート。
オープンクラス優勝者
ありがとうございます。
が参加していたので、い
ろいろ聞いてみました
■DTMマガジン12月号 ■キュートなデスクトッ
■関東組ロボ練習会＃
■しゃべるクチ、「信濃
DVDに動画
プホビーロボ、ＰＬＥＮ
１４
■アキババトルの映像
の国」を歌う
ロボットフォースで、
高橋敏也の ROBOT.TV
思い立ったが吉日で、 ProjecutAutoWalker
伝助日記で、 しゃべる
DTMマガジン12月号
で、 キュートなデスク
関東組ロボ練習会＃１ ROBO-ONEで、 アキバ
クチ、「信濃の国」を歌う
DVDに動画などのアナ トップホビーロボ、ＰＬＥ
４のアナウンス。 つくば バトルの映像。
の動画。
ウンス。
Ｎの動画。
は無理だぁ・・・
■期間限定ウィンター
■ROBO-ONE GP ペー
■「向きを変える」モー ■ソウルに出かけてき サンクスキャンペーン
ジ更新
■思わぬ副産物が…。
ション
ます
I Bee, Inc. I Bee,
ROBO-ONE公式ページ
ロボツク！で、 走る動
原毅の鍵盤日記＠ココ ゆくぞ、ダイナマイザー K.K./Robot Labs/Top
で、 ROBO-ONE GP
画。
ログで、 「向きを変え
で、 ROBO-ONE ソウル で、 期間限定ウィン
ページ更新のアナウン
る」モーション。
産業大学 大会の話。 ターサンクスキャンペー
ス。
ンのアナウンス。
■LOGiN 12月号にバ
■ROBO-ONE GP 金
バロアが！
■これからは密度下げ
■仰向け起上がりの
沢大会レポート
”フラワー戦隊ナガレン
るか
モーションを改良
■横歩き
gankutu-oukokuジャーの日々”ｂｙ西置
思い立ったが吉日で、
3D SQUAREで、 仰向け ロボツク！で、 横歩き
homepageで、 ROBO賜工業会 - livedoor
アキバロボット運動会２
起上がりのモーションを の動画。
ONE GP 金沢大会レ
Blog（ブログ）で、
００６、初日のレポート。
改良の話。
ポート。
LOGiN 12月号にババロ
アが！の話。
■ATMEL STK-500 の
販売を開始します
■ポスターセッションの
■走らせてみた
■アフロTシャツ発売
■後退モーション
JS-ROBOTICS INC. :
資料
原毅の鍵盤日記＠ココ
マッドサイエンティストの
(>o<ゝ
株式会社 ジェイエス・ロ
電気研究会 二足格闘
アタモ無限大で、 走ら
URA-Gikenで、 アフロT ログで、 後退モーショ
ボティクスで、 ATMEL
ロボット班で、 ポスター
せてみた動画。
シャツ発売(>o<ゝの話。 ン。
STK-500 の販売を開始
セッションの資料公開。
しますのアナウンス。
■RoboShell バージョン
■ROBO-ONE長井大
■第１１回二足歩行ロ
アップ
会のときの予選の模様
■韓国ロボワン速報
■一本釣り
ボット九州練習会
TeamKNOx BLOGで、
マッドサイエンティストの
Aerobattler coRoboで、 メカトロ仙術で、 一本釣
ＲＯＢＯＴ人類学 で、 第
RoboShell バージョン
アタモ無限大で、
韓国ロボワン速報。
りの動画。
１１回二足歩行ロボット
アップのアナウンスな
ROBO-ONE長井大会
九州練習会の話。
ど。
のときの予選の模様。

日付

0N0-ONE (+10pt)
■MINI EZ-USBでEZSERVOと仮想COMポー
ト通信
SISO JUNK
11月13日
STUDIO/SISO-LABで、
MINI EZ-USBでEZSERVOと仮想COMポー
ト通信の話。
■ROBO-ONE GP IN
石川の動画
Yahoo!ブログ - スギウ
11月14日 ラブラザーズのロボット
開発日記で、 ROBOONE GP IN 石川の動
画。 43MB・・・11分42

2位 (+6pt)

■ROBO-ONEソウル産
業大学大会写真
11月15日 ゆくぞ、ダイナマイザー
で、 ROBO-ONEソウル
産業大学大会写真。

■【 2Linkモデル 】の動
画
ロボット製作支援局 ：タ
クパパの日記で、 【
2Linkモデル 】の動画。

■開発環境
11月16日 TeamKNOx BLOGで、
開発環境の解説。
■EZ-SERVOのプログ
ラム開発環境構築（日
本語化）
SISO JUNK
11月17日
STUDIO/SISO-LABで、
EZ-SERVOのプログラ
ム開発環境構築（日本
語化）の話。
■KHR-2HVのラジオ体
操第2の動画
ProjecutAutoWalker
11月18日 ROBO-ONEで、 KHR2HVのラジオ体操第2の
動画。 ロボザック全国
版のことも・・・

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■ソウル産業大学
■韓国の写真
■腕振りあり歩行
■ちょっと高速歩行
ROBO-ONE
Yahoo!ブログ - スギウ
作ってはみたけれど・・・
ロボツク！で、 高速歩
ゆくぞ、ダイナマイザー ラブラザーズのロボット
/ウェブリブログで、 腕
行の動画。
で、 ソウル産業大学
開発日記で、 韓国の写
振りあり歩行の動画。
ROBO-ONEの話。
真。

■韓国ロボワン
Aerobattler coRoboで、
韓国ロボワン の話。 決
勝のもようをアップ。
6.1MB・・・

■次期機体の下半身だ
けで屈伸モーション
3D SQUAREで、 次期
機体の下半身だけで屈
伸モーションの話。

■AX-12また故障！？
数珠繋ぎの悲劇
Dream Drive!! - 大学生
ＨＭのロボット製作とプ
ログラミング（と日常生
活）で、 AX-12また故
障！？数珠繋ぎの悲劇
■ロボファイト４懇親会
■ロボファイト４ 対戦表 バトル
公開
こそこそ団 ロボット課
ロボットフォースで、 ロ で、 ロボファイト４懇親
ボファイト４ 対戦表公開 会バトルの話。 「今日
のアナウンス。
も、負け・de・すから～ク
ロック for Windows」凄

■Robot Watch の取材
を受けました
■歩幅を広げた歩行
MARU Familyで、 Robot ロボツク！で、 歩幅を
Watch の取材を受けま 広げた歩行の動画。
したの話。 壁紙公開。

■MANOIを動かす
naoko x robotで、
MANOIを動かすの動
画。

■ロボファイト４に向け
て～モーション作成
中っ！
ロボット製作日誌で、 ロ
ボファイト４に向けて～
モーション作成中っ！
の話。

■高速旋回
BLESS ME ALL THE
TIME別館 - ロボ開発
状況で、 高速旋回の動
画。

■歩行
あるけ、あるけ 作って
はみたけれど・・・/ウェ
ブリブログで、 歩行の
動画。

■ROBO-ONE GP
2006 IN 厚木のお知ら
せ
ROBO-ONE公式ページ
で、 ROBO-ONE GP
2006 IN 厚木のお知ら
せ。

■モーション作成中：攻
撃系
BLESS ME ALL THE
TIME別館 - ロボ開発
状況で、 モーション作
成中：攻撃系の話。

■ROBO-ONE GP in
厚木＆東京ドームシ
ティ（入場時の注意）
散財心理学実習講義
200Xで、 ROBO-ONE
GP in 厚木＆東京ドー
ムシティ（入場時の注
意）の話。

■地磁気センサ
naoko x robotで、 地磁
気センサの動画。

■TBS ROBO-ONE
ワールドカップの動画
紹介が
ゆくぞ、ダイナマイザー
で、 TBS ROBO-ONE
ワールドカップの動画
紹介がの話。

■仰向け起き上がり
BLESS ME ALL THE
TIME別館 - ロボ開発
状況で、 仰向け起き上
がりの動画。

■SH/Tinyのボードを
入手
K-PROJECTで、
SH/Tinyのボードを入手
の話。

■ロボファイト４、ＯＲＣ
優勝はダウトさんでした
～
KAZZLOGで、 ロボファ
イト４、ＯＲＣ優勝はダウ
トさんでした～の話。

■ロボファイト大阪４
行ってきました
■ロボファイト４ 速報 ■厚木GP 速報！！
■厚木GP 速報
BLESS ME ALL THE
11月19日 ロボットフォースで、 ロ Aerobattler coRoboで、 ROBO-ONE公式ページ
TIME別館 - ロボ開発
ボファイト４ 速報。
厚木GP 速報！！
で、 厚木GP 速報！！
状況で、 ロボファイト大
阪４行ってきましたの
■EZ-SERVOで
57600bpsで通信できな
■ROBO-ONE GP in
■ロボファイト４ 動画＆
■GP In 厚木
い…と思ったら
厚木
リザルト公開
Yahoo!ブログ SISO JUNK
11月20日 散財心理学実習講義 ロボットフォースで、 ロ
ToinPhoenix日記で、
STUDIO/SISO-LABで、
200Xで、 ROBO-ONE ボファイト４ 動画＆リザ
GP In 厚木の話。
EZ-SERVOで57600bps
GP in 厚木の話。
ルト公開。
で通信できない…と
思ったらの話。
■ROBO-ONE GP
■DirectShowによるお
■CNCプロジェクト最終
2006 IN 東京ドームシ 手軽USBカメラ画像
■これが回り込みだ
キャプチャ
形状
ティのお知らせ
ロボツク！/ウェブリブ
Aerobattler coRoboで、
11月21日 ROBO-ONE公式ページ もやねのロボット三昧
ログで、 これが回り込
で、 DirectShowによる
CNCプロジェクト最終形
で、 ROBO-ONE GP
みだの動画。
状の話。
2006 IN 東京ドームシ お手軽USBカメラ画像
キャプチャの話。
ティのお知らせ。

■ロボファイト4
メカトロ仙術で、 メイド
クッキーにメイドプディン
グの話。

■曲げ、曲げ、曲げ～
ASURADAのホーム
ページで、 曲げ、曲げ、
曲げ～の話。

■ロボファイトの結果
我がrobo人生で、 ロボ
ファイトの結果の話。

日付

0N0-ONE (+10pt)
■アキバロボット運動
会
11月22日 高橋敏也の ROBOT.TV
で、 アキバロボット運動
会の動画。

2位 (+6pt)
■募集開始ロボゴング
４
ロボットフォースで、 募
集開始ロボゴング４の
アナウンス。

3位 (+3pt)
■花は桜木、男は岩
気！
メカトロ仙術で、 ロボ
ファイト・ロボゴングの
話。
■ROBO-ONE Gran
■ROBO-ONE GP in
■バックドロップの動画
Prix: Tokyo Dome City
東京ドームシティ
Yahoo!ブログ - スギウ
- Photo Album
散財心理学実習講義
11月23日 ラブラザーズのロボット
ROBOTS DREAMSで、
200Xで、 ROBO-ONE
開発日記で、 バックド
ROBO-ONE Gran Prix:
GP in 東京ドームシティ
ロップの動画。
Tokyo Dome City の話。
Photo Album。
■ROBO-ONE GP
2006 IN 東京ドームシ
ティの結果発表
■カラーボール検出の
ROBO-ONE公式ページ ■オリジナルCNC目標
移植
で、 ROBO-ONE GP
スペック
もやねのロボット三昧
11月24日
2006 IN 東京ドームシ project roboで、 オリジ
で、 カラーボール検出
ティの結果発表のアナ ナルCNC目標スペック
の移植の話。 動画あ
ウンス。 最終戦 スパリ の話。
り。
ゾートハワイアンズGP
の情報も・・・ ONOONE GPもその日まで
■YOUTUBEにレトロの
■「サイエンスZERO」の バックドロップ動画が公 ■音声合成 wavファイ
取材がありました
開された
ルの再生
11月25日 ファミロボ製作記で、
ゆくぞ、ダイナマイザー もやねのロボット三昧
「サイエンスZERO」の取 で、 YOUTUBEにレトロ で、 音声合成 wavファ
材がありましたの話。 のバックドロップ動画が イルの再生の話。
公開されたの話。

4位 (+2pt)
■夢考房発表会
NONOICHI BRAVE
ROBOT LABORATORY
で、 夢考房発表会の
話。

■新コア基本開発終了 ■マトラボの勉強中・・・
■CNCパーツ
SuperMachine開発日記 日記 - 普通の会社員
11月26日 Aerobattler coRoboで、
で、 新コア基本開発終 の日･･･で、 マトラボの
CNCパーツの話。
勉強中・・・の話。
了の話。

■腕を曲げて歩かせる
ハイパーエアHyiper
AIRで、 腕を曲げて歩
かせる動画。

■KONDOカップに出場
します
Yahoo!ブログ - スギウ
ラブラザーズのロボット
開発日記で、 KONDO
カップに出場します の

■MANOI AT01のダン
スサンプルムービー
1/5 Scale Athlete
Humanoid Series
11月27日
"MANOI" l アスリート
ヒューマノイド "マノイ"
で、 MANOI AT01のダ
ンスサンプルムービー。

■サーボ信号分配テス
トボード…と基板作成
整理
■横キックモーション
SISO JUNK
3D SQUAREで、 横キッ
STUDIO/SISO-LABで、
クモーションの動画。
サーボ信号分配テスト
ボード…と基板作成整
理の話。

■第十二回二足歩行ロ
ボット九州練習会
ＲＯＢＯＴ人類学で、 第
十二回二足歩行ロボッ
ト九州練習会の話。

■ダブルサーボ用ブラ
ケット
ASURADAのホーム
ページで、 ダブルサー
ボ用ブラケット の話。

■開脚ローラースケー
ト
11月28日 yumesikouで、 開脚
ローラースケートの動
画。

■KONDO CUP KHRク
ラス緊急募集！！
ROBOSPOT NEWS!!
blogで、 KONDO CUP
KHRクラス緊急募
集！！

■ポテンショ使用足裏
センサーと手先のらくが
き
SuperMachine開発日記
で、 ポテンショ使用足
裏センサーと手先のらく
がきの話。

■久しぶりにMODELA
稼動
Blog ? Photonic Power
Laboratoryで、 久しぶり
にMODELA稼動の話。

■WinAVR+BTC068でソ ■KHR-1HV 予約受付
フト開発
開始
SISO JUNK
【楽天市場】ツクモ ロ
11月29日
STUDIO/SISO-LABで、 ボット王国で、 KHRWinAVR+BTC068でソフ 1HV 予約受付開始のア
ト開発の話。
ナウンス。

■「アキバロボット運動
会」
■ロケットヘッドバット？
11月30日 高橋敏也の ROBOT.TV ロボツク！で、 ロケット
で、 「アキバロボット運 ヘッドバット？の動画。
動会」の動画。

■参加レギュレーション
を一部改訂
ロボットフォースで、 参
加レギュレーションを一
部改訂のアナウンス。
■■AT01 モーションダ
ウンロードに「ラジオ体
操第一」を追加
1/5 Scale Athlete
Humanoid Series
"MANOI" l アスリート
ヒューマノイド "マノイ"
で、 ■AT01 モーション
ダウンロードに「ラジオ
体操第一」を追加のア
ナウンス。
■MANOI 自律への一
歩
naoko x robotで、
MANOI 自律への一歩
の動画。

5位 (+1pt)
■こんなサーボケース
を作ってください
shin1の秘密基地で、
サーボケースの話。

■肩脱臼でも起き上が
り
■歩行
“PLASSON”自作二足
/ウェブリブログで、 歩
歩行ロボットで、 肩脱
行の動画。
臼でも起き上がりの動
画。
■ROBO-ONE GP東京
ドームシティ ダイナマイ
ザーのデモンストレー
ション記事
ゆくぞ、ダイナマイザー
で、 ROBO-ONE GP東
京ドームシティ ダイナマ
イザーのデモンストレー
ション記事の話。

■回路設計
いろいろ製作日記で、
回路設計の話など。
「AX-12、必要な方がい
らっしゃいましたらお譲
りします」とのこと。 AX12使うのがちょっと不
安・・・

■ロボファイト４ 動画
アップ
■再確認＆対策
ロボットフォースで、 ロ Aerobattler coRoboで、
ボファイト４ 動画アッ
再確認＆対策の話。
プ。

■世界初ハイヒールロ
ボ？
■CFRPを使う
Shake Hans[ロボット]・
SuperMachine開発日記
「ロボワンへかけろ！」・
で、 CFRPを使うの話。
「Robo日記」で、 世界初
ハイヒールロボ？の話。

■ロボコン部品ガイド
■おばけ電池
2007
ゆくぞ、ダイナマイザー ロボ研日誌で、 おばけ
で、 ロボコン部品ガイド 電池の話など。
2007の話。

日付

0N0-ONE (+10pt)
■30軸対応ポーズエ
ディタ for双葉電子工業
製コマンド式サーボ
ＵＥ村工房ぴゅあ営業
所へようこそ！で、 30
12月1日 軸対応ポーズエディタ
for双葉電子工業製コマ
ンド式サーボの話。 「近
日中にソースコードまで
公開予定・・・実機の姿
勢取り込みも可能でっ
■KHR-2HV 今年のロ
ボット大賞2006 優秀賞
受賞
12月2日 Kondo-Robot.comで、
KHR-2HV 今年のロボッ
ト大賞2006 優秀賞受賞
の報告。

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)

5位 (+1pt)

■「こめた」完成
■顔の作り直し
■もふもふPG
マイクロマウス工房－
まじかる☆マリオネット メカトロ仙術で、 もふも
森永－で、 「こめた」完
で、 顔の作り直しの話。 ふPGの話。
成の話。

■ＫＨＲ－２ＨＶ
ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 ＫＨＲ
－２ＨＶの本の話。

■擬似直交軸ブラケッ
ト
■手の作成
ASURADAのホーム
小林-ロボット's すか～
ページで、 擬似直交軸 で、 手の作成の話。
ブラケット の話。

■クロスアームが緩ん
でしまいました
3D SQUAREで、 クロス
アームが緩んでしまい
ましたの話。

■ROBO-ONE GP
Yahoo!ブログ ToinPhoenix日記で、 目
指せ逆転優
勝っっっ！！！の話。

■クロスアームVer.3
■白狐始動
ASURADAのホーム
12月3日 メカトロ仙術で、 白狐始
ページで、 クロスアー
動の話。
ムVer.3の話。

■MDF加工
BLESS ME ALL THE
TIME別館 - ロボ開発
状況で、 MDF加工の
話。

■ポータルサイトにご
参加ください
Riosia製作日記で、 2足
歩行ロボットのポータル
サイトを作ってみました
の話。

■パンチカーペットにて
こずっています
ロボツク！/ウェブリブ
ログで、 パンチカーペッ
トにてこずっていますの
話。

■認定大会に「わんだ
■歩行動画
ほー ろぼっと か～にば
思い立ったが吉日で、 る」を追加
ＳＤレイズナーの歩行動 ROBO-ONE公式ページ
12月4日
画。 うちのことも書いて で、 認定大会に「わん
くださってありがとうござ だほー ろぼっと か～に
います。
ばる」を追加のアナウン
ス。 凄～い！

■KEYBOARD PAD
mini
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
KEYBOARD PAD mini
の話。 これは欲しい・・・
ROBOlep名古屋オフ会
のことも。

■Kondo Cup Robot
Soccer
ROBOTS DREAMSで、
Kondo Cup Robot
Soccer の画像。

■KONDOU CUP
マイクロマウス工房－
森永－で、 KONDOU
CUPの話。

■可愛い度アップのた
ぬたぬさん
■こめたの作り方
■ＫＯＮＤＯＣＵＰ
■配線
メカトロ仙術で、 可愛い
ProjecutAutoWalker
マイクロマウス工房－
SuperMachine開発日記 度アップのたぬたぬさ
12月5日
ROBO-ONEで、 ＫＯＮＤ 森永－で、 こめたの作
で、 配線の話。
んの話。 うちのことも書
ＯＣＵＰの話。
り方の話。
いていただいてありがと
うございます。

■祝！「第２回わんだ
ほー ろぼっと か～にば
る」 ＲＯＢＯ－ＯＮＥ決
勝出場権認定制度 承
認！
思い立ったが吉日で、
祝！「第２回わんだほー
ろぼっと か～にばる」
ＲＯＢＯ－ＯＮＥ決勝出
場権認定制度 承認！
の話。 全くすばらしい！

■『わんだほー参加募
集開始』です
思い立ったが吉日で、
「わんだほー」の大会
12月6日
ページを更新のアナウ
ンス。 困った・・・ 年内
は何もできず・・・ また
「げんさん」で行くか・・・

■クリスマスキャンペー
ン
ロボットの製造 ・ 開発
・ 販売 | ヴイストン株式
会社 Vstone Co.,Ltd.
で、 ロボット用サーボ
モータVS-S091Jの販売
を開始しましたのアナウ
ンス。 フィギュア欲し

■「ロボット野郎 Ａチー
ム」優勝！
■dsPIC
■サーバー復活
ハイパーエアHyiper
project roboで、 dsPIC 光子力研九所で、 サー
AIRで、 「ロボット野郎 の話。
バー復活の話。
Ａチーム」優勝！の話。

■手首をグリグリなど
SuperMachine開発日記
で、 手首をグリグリなど
12月7日
の動画。 うちのことも書
いていただいてありがと
うございます。

■先日のシミュレーショ
ンのデータ
日記 - 普通の会社員
の日･･･で、 先日のシ
ミュレーションのデータ
公開。

■ROBO-ONE決勝出
■G-ROBOTS公式HP
場権認定大会の申請
おーぷん
受付を延長
ＵＥ村工房ぴゅあ営業
ROBO-ONE公式ページ
所へようこそ！で、 Gで、 ROBO-ONE決勝出
ROBOTS公式HPおーぷ
場権認定大会の申請受
ん の話。
付を延長のアナウン

■２Ｌペットボトル倒せ
ました
BLESS ME ALL THE
12月8日
TIME別館 - ロボ開発
状況で、 ２Ｌペットボト
ル倒せましたの動画。

■ロボットが本屋で買
える時代になりました!
ロボットの製造 ・ 開発
■腕の規定
・ 販売 | ヴイストン株式
ｉｖｒｅで、 腕の規定の話
会社 Vstone Co.,Ltd.
など。
で、 ロボットが本屋で買
える時代になりました!
のアナウンス。

■キーパーモーション
3D SQUARE ホーム
ページで、 キーパー
モーションの動画。

■G-ROBOTのHP
メカトロ仙術で、 G■調整治具
ROBOTのHPの話。 う
ＡＺＭ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ
ちのことも書いていただ
で、 調整治具の話。
いてありがとうございま
す。

日付

0N0-ONE (+10pt)

■曲線補完
SuperMachine開発日記
で、 曲線補完の動画。
12月9日
うちのことも書いていた
だいてありがとうござい
ます。
■新型ジゴローを
TRONSHOW2007 に参
考出展
12月10日 ロボット製作のページ
で、 新型ジゴローを
TRONSHOW2007 に参
考出展の話。
■姫路ロボチャレンジ
冬の陣のバトル動画
12月11日 ROBO道楽､で、 姫路ロ
ボチャレンジ 冬の陣の
バトル動画。
■くまじろうが自律クラ
スで完走し、優勝しまし
た！
12月12日 naoko x robotで、 くまじ
ろうが自律クラスで完走
し、優勝しました！の動
画。
■京商 MANOI AT01
組み立てリポート！
12月13日 高橋敏也の ROBOT.TV
で、 京商 MANOI AT01
組み立てリポート！
■第11回ROBO-ONE
競技規則を公開
ROBO-ONE公式ページ
12月14日
で、 第11回ROBO-ONE
競技規則を公開のアナ
ウンス。
■マスタースレーブ
KOKUTEN NEO
Dream Drive!! - 大学生
ＨＭのロボット製作とプ
12月15日 ログラミング（と日常生
活）で、 マスタースレー
ブKOKUTEN NEOの動
画。 またもやAX-12、４
つ死亡の話も・・・ むむ

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)
5位 (+1pt)
■KYOSHO アスレチク
■フェーズシーケンス
■コードレス半田ごて ■「サイエンスZERO」の スヒューマノイドカップ
制御によるアシスト制
作業日誌（みすみロボッ 収録
Yahoo!ブログ - スギウ
御
ト研究所）で、 コードレ ファミロボ製作記で、
ラブラザーズのロボット
メカトロ仙術で、 フェー
ス半田ごての話。 ほ
「サイエンスZERO」の収 開発日記で、 KYOSHO
ズシーケンス制御によ
う・・・
録の話。
アスレチクスヒューマノ
るアシスト制御の話。
イドカップの話。
■ASIMOがとんでもな
■KYOSHOアスレチク
■rigidbodyの回転を止
いことにwww
スヒューマノイドカップ ■1日目の写真
めることが出来ました
まじかる☆マリオネット
初日
Yahoo!ブログ - スギウ
日記 - 普通の会社員
で、 ASIMOがとんでも
ゆくぞ、ダイナマイザー ラブラザーズのロボット
の日･･･で、 rigidbodyの
ないことにwww の動
で、 KYOSHOアスレチ 開発日記で、 1日目の
回転を止めることが出
画。 失敗すると難しい
クスヒューマノイドカップ 写真など。
来ましたの動画。
ことがよくわかる・・・
初日の話。
■KYOSHOアスレチク
■ＰＳパッドでマスター
■パフォーマンス部門
■姫路ロボチャレ行っ スヒューマノイドカップ
スレーブ
優勝
てきました
最終日
飛騨神岡高校のホーム
Yahoo!ブログ - スギウ
Aerobattler coRoboで、 ゆくぞ、ダイナマイザー
ページで、 ＰＳパッドで
ラブラザーズのロボット
姫路ロボチャレ行ってき で、 KYOSHOアスレチ
マスタースレーブの動
開発日記で、 パフォー
ましたの話。
クスヒューマノイドカップ
画。
マンス部門優勝の話。
最終日の話。
■認定大会に「ヒューマ
ノイドカップ ロボットス
■姫路ロボ・チャレンジ
プリント&ロボットバトル
■筆の達者な方ってい
２００６に行ってきました ■ロボスポ
大会」を追加
ませんか？
ロボツク！/ウェブリブ マイクロマウス工房－
ROBO-ONE公式ページ
思い立ったが吉日で、
ログで、 姫路ロボ・チャ 森永－で、 ロボスポの
で、 認定大会に「ヒュー
認定状の話。
レンジ２００６に行ってき 話。
マノイドカップ ロボットス
ましたの話。
プリント&ロボットバトル
大会」を追加のアナウン
■極私的 姫路ロボ・
■脚先位置から関節角
■「ロボット好きどもの
■ドラムをたたくすごい
チャレンジ２００６参戦
度を求めてみる
ロボット
忘年会」
記（その１）
SuperMachine開発日記
伝助日記で、 ドラムを
思い立ったが吉日で、
ロボツク！で、 極私的
で、 脚先位置から関節
たたくすごいロボットの
「ロボット好きどもの忘
姫路ロボ・チャレンジ２０
角度を求めてみるの動
動画の話。 凄い・・・
年会」の話。
０６参戦記（その１）。
画。 おおっ・・・
■Robovie-i製作講座と
■ROBOlepのほうでも ■プラバンのバキュー ■レイヤードＸ解体。そ
新型Neutrinoの部品
Blogをはじめました
ムフォーム
して・・・
飛騨神岡高校のホーム
ロボツク！で、 極私的 小林-ロボット's すか～ ASURADAのホーム
ページで、 Robovie-i製
姫路ロボ・チャレンジ２０ で、 プラバンのバ
ページで、 新型機の仮
作講座と新型Neutrino
０６参戦記２の話。
キュームフォームの話。 組み！！の話。
の部品の話。

■NCVCによる基板切
削Ｇコード生成…改良
版
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
NCVCによる基板切削
Ｇコード生成…改良版
の話。

■ガリレオチャンネルに
てROBO-ONE番組が
放送
ROBO-ONE公式ページ
で、 ガリレオチャンネル
にてROBO-ONE番組が
放送のアナウンス。

■CSデジタル放送「日
テレG＋（ジータス）」の
取材がありました
ファミロボ製作記で、
CSデジタル放送「日テ
レG＋（ジータス）」の取
材がありましたの話。

■ロボコンマガジンの
表紙になりました
MARU Familyで、 ロボ
コンマガジンの表紙に
なりましたの話。

■ZEALコードレスアダ
■足裏のセンサー
プタ
SuperMachine開発日記 BestTechnologyのホー
12月16日
で、 足裏のセンサーの ムページへようこそで、
動画。
ZEALコードレスアダプタ
のアナウンス。

■バスターランチャーの
ひみつ
■ZEALコードレスアダ
BLESS ME ALL THE
プタの発売
TIME別館 - ロボ開発 ロボット製作日誌で、
状況で、 バスターラン ZEALコードレスアダプタ
チャーのひみつの動
の発売の話。
画。

■激安2足歩行ロボット
キットの付属ソフトを起
動してみました
2足歩行ロボット～
Riosia製作日記～で、
激安2足歩行ロボット
キットの付属ソフトを起
動してみましたの話。

■第15回関東組ロボッ
ト練習会 in
ROBOSPOT
12月17日 散財心理学実習講義
200Xで、 第15回関東組
ロボット練習会 in
ROBOSPOTの話。

■忘年会で夢の対決実
現
“PLASSON”自作二足
歩行ロボットで、 忘年
会で夢の対決実現の動
画。

■新型機の写真
Blog ? Photonic Power
Laboratoryで、 新型機
の写真の話。 練習会参
加してきましたの話
も・・・

■中部練習会行ってき
ました
とり小屋泥沼編で、 中
部練習会行ってきまし
た の話。

■大同工業大学で中部
練習会
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
大同工業大学で中部練
習会の話。

日付

0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)
■高松冬の祭りのイベ
■5軸で三次元化して ントで行われたRCIVバ
みました
トルで優勝しました
SuperMachine開発日記 yumesikouで、 高松冬
で、 5軸で三次元化して の祭りのイベントで行わ
みましたの動画。
れたRCIVバトルで優勝
しましたの話。
■ROBO-ONEにかけた
■ホビーロボットのCPU
夢新・二足歩行ロボット
■x.y.zで移動
などの電源にぴったり
イノベーション
SuperMachine開発日記 なDC-DCコンバータ
ゆくぞ、ダイナマイザー
で、 x.y.zで移動の動
作業日誌（みすみロボッ
12月19日
で、 2006年12月24日
画。 うちのことも書いて ト研究所）で、 ホビーロ
（日）AM8:00～8:30
いただいてありがとうご ボットのCPUなどの電源
[再]12月31日
ざいます。
にぴったりなDC-DCコ
(日)AM8:00～8:30 東京
ンバータの話。
MXテレビ ガリレオチャ
■スポンサー名は 「株
式会社イトーレイネツ
様」！！
12月18日
ロボ研日誌で、 大会決
勝進出認定制度 仮承
認の話。

4位 (+2pt)
■やったー！！、スー
パーありまろ最優秀賞
ファミロボ製作記で、
やったー！！、スー
パーありまろ最優秀賞
の話。

5位 (+1pt)
■3軸リアクションホ
イールで制御実験して
みました
shin1の秘密基地で、 3
軸リアクションホイール
で制御実験してみまし
たの話。

■第11回ROBO-ONE
ページ公開
■２C充電器
ROBO-ONE公式ページ Aerobattler coRoboで、
で、 第11回ROBO-ONE ２C充電器の話。
ページ公開の話。

■ATmega168マイコン
■リザルト発表！
■T-Stormの歩行アル
ボード
きゃのん・えんじにあり
ゴリズム
■ＭＡＪＯＲの操縦練習
BestTechnologyのホー
んぐ - livedoor Blog（ブ
12月20日 3D SQUAREで、 Tロボツク！で、 ＭＡＪＯ
ムページへようこそで、
ログ）で、 「ロボット大会
Stormの歩行アルゴリズ
Ｒの操縦練習の動画。
ATmega168マイコン
inクリスマス」 リザルト
ムの話。
ボードのアナウンス。
発表！

■「VariBo（ヴァリボ）を
つくろう」
ロボット・ファン.net - ロ
ボット ファン コミュニ
ティサイト ＝ ロボット製
作者 と ロボット愛好者
＝で、 「VariBo（ヴァリ
ボ）をつくろう」の話。

■今日のRobot Watch
・「第2回わんだほーろ
ぼっと か～にばる」が
2007年1月7日に開催
～優勝者は第11回
12月21日
ROBO-ONE決勝出場
権を取得可能
・ロボスクエア、「冬休み
工作教室」参加者を募
集中

■ＡＰ通信に載りました
Yahoo!ブログ - スギウ
ラブラザーズのロボット
開発日記で、 ＡＰ通信
に載りましたの話。

■第1回 KYOSHOアス
レチクス ヒューマノイド
カップ
京商｜ファンで、 第1回
KYOSHOアスレチクス
ヒューマノイドカップ の
動画。

■バンブーブリッジ、
サッカーモーションデー
■募集開始ロボゴング
タを公開！
５
ROBOSPOT NEWS!!
12月22日 ロボットフォースで、 募
blogで、 バンブーブリッ
集開始ロボゴング５の
ジ、サッカーモーション
アナウンス話。
データを公開！のアナ
ウンス。
■ROBO-ONEにかけた
夢 新・二足歩行ロボッ
■バッファ付きシリアル トイノベーション
通信(SH2-7144F)
Yahoo!ブログ - スギウ
12月23日 TekuRobo工作室で、
ラブラザーズのロボット
バッファ付きシリアル通 開発日記で、 ROBO信(SH2-7144F)の話。 ONEにかけた夢 新・二
足歩行ロボットイノベー
ション の話。
■プロボで動きました
ASURADAのホーム
12月24日
ページで、 プロボで動
きました の動画。

■第十三回二足歩行ロ
ボット九州練習会
ＲＯＢＯＴ人類学で、 第
十三回二足歩行ロボッ
ト九州練習会の話。

■改良した、あおむけ ■ALPHA PROJECT
からの起き上がり
STK-7125
ロボツク！で、 改良し SuperMachine開発日記
た、あおむけからの起き で、 ALPHA PROJECT
上がりの動画。
STK-7125の話。

■第1回 ROBO-ONE
on PC/Sat.発表会・表
■フリーのPIC用Cコン
■電源の大きさ比較
彰式について
パイラ
作業日誌（みすみロボッ ROBO-ONE公式ページ
まじかる☆マリオネット
ト研究所）で、 電源の大 で、 第1回 ROBO-ONE
で、 フリーのPIC用Cコ
きさ比較の話。
on PC/Sat.発表会・表
ンパイラ の話。
彰式についてのアナウ
ンス。
■アルミ板金で初心に
■ROBO-ONEにかけた
帰っていろいろ実験的
夢 新・二足歩行ロボッ
なこともやってみようか
トイノベーション
■「ダブルサイドキック」 と思ったり
マイクロマウス工房－ 3D SQUARE ホーム
maeda@1mm's
森永－で、 ROBO-ONE ページで、 「ダブルサイ (permanently) test page
にかけた夢 新・二足歩 ドキック」の動画。
で、 アルミ板金で初心
行ロボットイノベーション
に帰っていろいろ実験
の話。
的なこともやってみよう
かと思ったりの話。
■13th 九州練習会
■足の裏に、センサを
■モータ入りの なわと
UNDEЯ工房で、 13th 取り付けてみました
び を作りました
九州練習会の話。 うち ロボツク！/ウェブリブ
小林-ロボット's すか～
のことも書いていただい ログで、 足の裏に、セ
で、 モータ入りの なわ
てありがとうございま
ンサを取り付けてみまし
とび を作りましたの話。
す。
たの話。

日付

0N0-ONE (+10pt)

■DVD配布告知（の予
告）
ロボット・ファン.net - ロ
ボット ファン コミュニ
12月25日 ティサイト ＝ ロボット製
作者 と ロボット愛好者
＝で、 DVD配布告知
（の予告）のアナウン
ス。
■yaw軸を動かすと 位
置はそのままで足裏角
度変更可能
12月26日 SuperMachine開発日記
で、 yaw軸を動かすと
位置はそのままで足裏
角度変更可能の動画。
■KYOSHO アスレチク
スヒューマノイドカップ
12/9（土）リポート
12月27日 高橋敏也の ROBOT.TV
で、 KYOSHO アスレチ
クスヒューマノイドカップ
12/9（土）リポート。

2位 (+6pt)
■[1/28]第9回
Technical Conference
開催・[1/27]懇親会に
ついて
ROBO-ONE公式ページ
で、 [1/28]第9回
Technical Conference
開催・[1/27]懇親会に
ついてのアナウンス。
今回のTechnical
Conferenceは無料！
おおっ、この内容だから
■ＦＵＴＡＢＡ賞の景品
が届きました
飛騨神岡高校のホーム
ページで、 ＦＵＴＡＢＡ賞
の景品が届きましたの
話。 ちょっとちょっと
ちょっとの動画も・・・

4位 (+2pt)

■リチュウムポリマー
ＡＺＭ ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ
で、 リチュウムポリマー
の話。

■KICADと言うフリーの
■ＧＷＳサーボ
CAD
秋月電子 - 新商品で、
TeamKNOx BLOGで、
ＧＷＳサーボ取り扱い
KICADと言うフリーの
開始。
CADの話。

■uALFAT-USB
いしかわきょーすけの
ほーむぺーじで、
uALFAT-USBの話な
ど。

■マイロボット「BLACK
TIGER NEO」の規格
ロボット KHR-1 製作日
記で、 マイロボット
「BLACK TIGER NEO」
の規格の話。

■RobovieMaker for
VS-RC003のモーション
■簡単に移動試験
データの内容を公開
SuperMachine開発日記 ロボツク！/ウェブリブ
で、 簡単に移動試験の ログで、 RobovieMaker
動画。
for VS-RC003のモー
ションデータの内容を公
開。

■歩行加減速とＺ位置
を
12月28日 SuperMachine開発日記
で、 歩行加減速とＺ位
置をの動画。

■サッカーボールキック
ロボツク！/ウェブリブ
ログで、 サッカーボー
ルキックの動画。

■ＫＨＲパーフェクトブッ
ク来年１月末発売
ロボットフォースで、 Ｋ
12月29日
ＨＲパーフェクトブック来
年１月末発売のアナウ
ンス。

■サッカー用歩行？
きゃのん・えんじにあり
んぐ - livedoor Blog（ブ
ログ）で、 サッカー用歩
行？の動画。

■ＲＣＢ－３をＫＲＣ－１
で有線コントロールする
インバータケーブル
ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 ＲＣＢ
12月30日 －３をＫＲＣ－１で有線
コントロールするイン
バータケーブルの話。
兎小屋::KRC-1とRCB-3
を有線で接続するで 詳
細なレポートと動画。
■ヨコヅナグレート不知
火二代目とＹＧ２武雷電
改の開発開始しまし
た！！
ProjecutAutoWalker
ROBO-ONEで、 ヨコヅ
12月31日 ナグレート不知火二代
目とＹＧ２武雷電改の開
発開始しました！！の
話。 「ROBO-ONEにか
けた夢 新・二足歩行ロ
ボットイノベーション 」動
画３日限定公開。

3位 (+3pt)

■秋月電子でGWSサー
ボ取り扱い開始
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
秋月電子でGWSサーボ
取り扱い開始の話。
MICRO-MGならSISOさ
んに聞きましょう！
■ROBO-ONE GP IN
■onpcに励んでおりま スパリゾートハワイアン
す
ズのお知らせ
shin1の秘密基地で、
ROBO-ONE公式ページ
onpcに励んでおります で、 ROBO-ONE GP IN
の話。 データ公開。
スパリゾートハワイアン
ズのお知らせ。
■ジャイロセンサにつ
■改良（？）した、うつ
いて考察
ぶせからの起き上がり
ぐ～たらパパ・おかだの
ロボツク！/ウェブリブ
ホームページで、 ジャ
ログで、 改良（？）した、
イロセンサについて考
うつぶせからの起き上
察。 理解できないのが
がりの動画。
悲しい・・・

■のひろしでの忘年会
と、その翌日の
■形状可変KHR-2HV ROBOSPOTの様子
「タイタス」
BARN YARD < ROBOT
ロボットフォースで、 形 MAKING DIARY >で、
状可変KHR-2HV「タイタ ムービーが欲しい方
ス」の動画。
は、コメントかメールで
表明してくださいねの
話。

■PRS-3401用ブラケッ
ト試作
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
PRS-3401用ブラケット
試作の話。

■４００番台用のサーボ
アーム＆ブラケットを試
■KRS40XＸ用アルミ
■ROBOTSPOT餅つき
作してみました
アッパーケース
大会に参加
ロボツク！/ウェブリブ
SuperMachine開発日記
ゆくぞ、ダイナマイザー
ログで、 ４００番台用の
で、 KRS40XＸ用アルミ
で、 ROBOTSPOT餅つ
サーボアーム＆ブラ
アッパーケースの話。
き大会に参加の話。
ケットを試作してみまし
たの話。

5位 (+1pt)

■タッピングビス購入
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
タッピングビス購入の
話。

■師走のときこそ、修
行に励む
Age of ROBOTで、 師
走のときこそ、修行に励
む動画。
■ロボコンマガジン
No.49とタミヤ・クラフト
ソー
SISO JUNK
STUDIO/SISO-LABで、
ロボコンマガジンNo.49
とタミヤ・クラフトソーの
■GWS MicroMG/2BB
の制御基板を解析中
2足歩行ロボット～
Riosia製作日記～で、
GWS MicroMG/2BBの
制御基板を解析中の
話。 わくわく・・・

■ニューランドセル
SuperMachine開発日記
で、 ニューランドセルの
話。

■シミュレーション
日記 - 普通の会社員
の日･･･で、 シミュレー
ションの話。

日付

0N0-ONE (+10pt)

2位 (+6pt)

3位 (+3pt)

4位 (+2pt)
5位 (+1pt)
■しゃべるクチご挨拶
■４０００番台用のブラ
の動画
ケットの試作
伝助日記で、 しゃべる
ロボツク！/ウェブリブ
クチご挨拶の動画。 す
ログで、 ４０００番台用
ばらしいなぁ・・・昨年
のブラケットの試作の
しゃべる口の動画はど
話。
れだけ見たことか・・・
■４０００番台用のクロ
■昨日の結果をVRML ■NeeBoアルミフレーム
スアームを試作してみ
■横移動
で表示させてみました セット発売
ました
■ロボ男
原毅の鍵盤日記＠ココ 日記 - 普通の会社員 ロボットフォースで、
ロボツク！/ウェブリブ Age of ROBOTで、 ロボ
ログで、 横移動の動
の日･･･で、 昨日の結 NeeBoアルミフレーム
ログで、 ４０００番台用 男の話。
画。
果をVRMLで表示させて セット発売のアナウン
のクロスアームを試作し
みましたの動画。
ス。
てみましたの話。
■ＧＰ最終戦に向け、 ■1/12 RX-78-2
■RoboShell 用のプロ ■ロボゴング５ 対戦
■目次2006
旋風丸パワーアップ！ GUNDAM の製作レ
グラム開発方法
表。予定表公開
散財心理学実習講義 ProjecutAutoWalker
ポート
TeamKNOx BLOGで、 ロボットフォースで、 ロ
200Xで、 目次2006公 ROBO-ONEで、 ＧＰ最 MARU Familyで、 1/12
RoboShell 用のプログラ ボゴング５ 対戦表。予
開。
終戦に向け、旋風丸パ RX-78-2 GUNDAM の
ム開発方法の話。
定表公開。
ワーアップ！の話。
製作レポート。
■動画配布サービス
ロボット・ファン.net - ロ
■ODEでロープのシミュ
■お正月企画・壁紙DL ■過放電対策
■走れ，武藤型
ボット ファン コミュニ
レーション
こそこそ団 ロボット課 “PLASSON”自作二足 マッドサイエンティストの
ティサイト ＝ ロボット製
アトリエ ロボット BLOG
で、 お正月企画・壁紙 歩行ロボットで、 過放 アタモ無限大で、 走
作者 と ロボット愛好者
で、 ODEでロープのシ
DLのアナウンス。
電対策の話。
れ，武藤型の動画。
＝で、 動画配布サービ
ミュレーションの話。
スのアナウンス。
■歩きもしない，武藤
■「パンチ」モーション
■入手可能モータドライ
型！
■直交軸フレーム2個 ■モータドライブ基板
バ向きFET
原毅の鍵盤日記＠ココ
マッドサイエンティストの
完成
もやねのロボット三昧
project roboで、 入手可
ログで、 「パンチ」モー
アタモ無限大で、 歩き
yumesikouで、 直交軸フ で、 モータドライブ基板
能モータドライバ向き
ションの動画。 再生で
もしない，武藤型！の
レーム2個完成の話。 の話。
FETの話。
きなかった・・・
動画。
■優勝カップを忘れず
■賞品目録
に持ってきてください そ ■不知火復活取るか人 ■ＧＩＹさんに負けちゃっ
■部品の試作終了
思い立ったが吉日で、 れと、当日は選手宣誓 生最大の勝負を取るか た
ロボツク！/ウェブリブ
賞品目録の話。 何も
をお願いします
ProjecutAutoWalker
Blog ? Photonic Power
ログで、 部品の試作終
やっていないんだよ
思い立ったが吉日 -掲 ROBO-ONEで、 最終戦 Laboratoryで、 ＧＩＹさん
了の話。
なぁ・・・
示板-で、 道楽、さんに 前の旋風丸の話。
に負けちゃったの話。
緊急連絡。
■優勝しました！
■旋風丸の５ヶ月の短
■EZ-SERVO関連記事
■ROBO-ONE GP
(ヒューマノイドカップ１ くも激しく熱い戦いは終
まとめ
■わんだほ～最高！w ROBO-ONE公式ページ 日目＠ロボスクエア)
わった
SISO JUNK
我がrobo人生で、 優勝 で、 ROBO-ONE GP 結 ＲＯＢＯＴ人類学で、 優 ProjecutAutoWalker
STUDIO/SISO-LABで、 報告など。 おめでとうご 果。 個人的にこういうつ 勝しました！(ヒューマノ ROBO-ONEで、 旋風丸
EZ-SERVO関連記事ま ざいます。
くりのページは、しんど イドカップ１日目＠ロボ の５ヶ月の短くも激しく
とめ。
い・・・
スクエア)の話。 おめで 熱い戦いは終わったの
とうございます。
話。 おめでとうございま

■新春 お年玉企画!!
■移動しながらパンチ ■ｏｎＰＣ
テーマソングＤＬプレゼ
SuperMachine開発日記 日記 - 普通の会社員 ント
1月1日
で、 移動しながらパン の日･･･で、 ｏｎＰＣの動 ロボットフォースで、 新
チの動画。
画。
春 お年玉企画!!テーマ
ソングＤＬプレゼント。

1月2日

1月3日

1月4日

1月5日

1月6日

1月7日

